本書の構成
本機をご利用になるための準備や基礎的な知識をまとめて説明しています。

ご利用になる前に

1

ゲーム機、WPS対応機器、パソコンを無線LANに初めて接続する場合の操作について説明しています。

無線LANで接続する

2

Windowsパソコンでの取り扱いについて説明しています。

micro USBケーブルで接続する（Windowsパソコン）

3

Macでの取り扱いについて説明しています。

micro USBケーブルで接続する（Mac)

4

本機の各種機能の設定方法について説明しています。

各種機能を設定する

5

困ったときの対処方法を説明しています。

困ったときは

6

本機についての資料や各種情報をまとめています。

付録
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はじめに
工場出荷時設定について
本製品と無線LAN端末を接続するときに、以下の情報が必要となります。
工場出荷時は、機器固有のネットワーク名（SSID）と暗号化キーが設定され
ています。同梱されている「無線LAN初期設定シール」にSSID（ネットワー
ク名）、WEP Key（5文字または10桁の16進数の暗号化キー）、WPA Key
（8～63文字または64桁の16進数の暗号化キー）が記載されていますので
ご確認ください。
●●お買い上げ時はインターネット接続モードが「自動接続」に設定されています。
手動での接続を行う場合は、ユーティリティを使用して設定してください。詳
しくは、P.5-21の「インターネットに接続する／切断する（接続）」を参照し
てください。
●●お買い上げ時に設定されている暗号化方式はWEPが設定されています。通信の
安全性を高めるためには、WEPよりもWPA/WPA2の認証方式で設定するこ
とをお勧めします。ただし、一部のゲーム機などではこの方式で接続できない
場合がありますのでご注意ください。対応している認証方式の詳しくは、ゲー
ム機などの取扱説明書を参照してください。

動作環境（対応OS）
本製品の動作環境は下記のとおりです。

●●OS：
Windows XP Home Edition Service Pack 2以降
Windows XP Professional Service Pack 2以降
Windows XP（64ビット）
Windows Vista Home Basic（32ビットおよび64ビット）
Windows Vista Home Premium（32ビットおよび64ビット）
Windows Vista Business（32ビットおよび64ビット）
Windows Vista Ultimate（32ビットおよび64ビット）
Windows 7 Starter（32ビットおよび64ビット）
Windows 7 Home Basic（32ビットおよび64ビット）
Windows 7 Home Premium（32ビットおよび64ビット）
Windows 7 Professional（32ビットおよび64ビット）
Windows 7 Enterprise（32ビットおよび64ビット）
Windows 7 Ultimate（32ビットおよび64ビット）
Mac OS X 10.4 ～ 10.6（Intel）
対応OSは日本語版と英語版です。

●●メモリ：
Windows XP： 推奨512MB以上 256MB以上必要
Windows Vista： 推奨1GB以上 512MB以上必要
Windows 7: 1GB以上必要（32ビット） 2GB以上必要（64ビット）
Mac OS X： 推奨512MB以上 256MB以上必要
●●ハードディスク： 推奨100MB以上 50MB以上の空き容量が必要
●●画面解像度推奨： 1024 × 768以上
●●対応ブラウザ： Windows：Microsoft Internet Explorer 6, 7, 8
Mac OS X：Safari 3, 4

上記の環境以外では、動作しない場合があります。また、上記に該当する
場合でも、パソコン本体、接続されている周辺機器、使用するアプリケーショ
ンなど、お客さまがご利用の環境によっては、正常に動作しない場合があ
ります。
• パソコンに対するサポートやOSのバージョンアップなどのサービスに関す
るお問い合わせは、各パソコンのマニュアルなどをお読みのうえ、各メーカー
の定める手順に従ってください。

ご利用いただくにあたって
●●本製品はソフトバンクの提供するサービスエリアおよび国際ローミングのサー
ビスエリアにおいてのみご使用になれます。
●●サービスエリア内であっても、屋内や電車の中、トンネル、地下、ビルの陰、
山間部など電波の伝わりにくいところでは、通信ができない場合があります。
また地域的に電波の伝わりにくい場所もありますので、あらかじめご了承くだ
さい。
●●電波状態が一定以上悪くなった場合には、突然通信が途切れることがあります。
電波状態が良いところでも通信が途切れることがあります。あらかじめご了承
ください。
●●本製品は高い秘匿性を有しておりますが、電波を使用している以上、第三者に
通信を傍受される可能性がないとはいえません。この点をご理解いただいたう
えでご使用ください。
●●本製品は電波法に定める無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただ
くことがあります。
●●公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようにご注意ください。
●●USIMカードを取り付けていない状態では使用できません。
●●本書および本書に記載された製品の使用によって発生した損害、およびその回
復に要する費用については、当社は一切の責任を負いません。
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安全上のご注意
●●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いく
ださい。
●●ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害
を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
●●本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通信などの機会を逸したため
に、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負
いかねますのであらかじめご了承ください。

表示の説明
次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じ
る危害や損害の程度を説明しています。
内容をよく理解したうえで本文をお読みください。

危険

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を
負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

警告

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷※1を
負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷※2を負う可能性
が想定される場合および物的損害 ※3のみの発生が想定され
る」内容です。

※1 重傷とは、失明、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中
毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要す
るものをいう。
※2 軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが、やけど、感
電などをいう。
※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大
損害を指す。
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絵表示の説明
次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。
内容をよく理解したうえで本文をお読みください。
禁止（してはいけないこと）を示します。

分解してはいけないことを示します。
水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけ
ないことを示します。
濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと）を
示します。
電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示しま
す。

本 機、 電 池 パ ッ ク、USIMカ ー ド、ACア ダ プ タ、
micro USBケーブルの取り扱いについて（共通）

本機に使用する電池パック・ACアダプタ・micro USBケーブルは、
ソフトバンクが指定したものを使用してください。
指定品以外のものを使用した場合は、電池パックの漏液・発熱・破裂・
発火や、充電器の発熱・発火・故障などの原因となります。
分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。
火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。本機の改造
は電波法違反となり、罰則の対象となります。
濡らさないでください。
水やペットの尿などの液体が入ったときに、濡れたまま放置したり、
濡れた本機をパソコンに取り付けると、発熱・感電・火災・けが・故
障などの原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。
高温になる場所（火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、
炎天下の車内など）で使用・放置しないでください。
機器の変形・故障の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、
やけどなどの原因となることがあります。
本機に電池パックを取り付けたり、ACアダプタ・micro USBケーブ
ルを接続する際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理に行
わないでください。電池パックや端子の向きを確かめてから、取り付
けや接続を行ってください。
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

プロパンガス、ガソリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所（ガ
ソリンスタンドなど）では、本機を使用しないでください。
ガスに引火する恐れがあります。プロパンガス、ガソリンなど引火性
ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災などの原因とな
ります。
落としたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。
故障などの原因となります。
使用中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今までと異なることに気
づいたときは、本機を接続したパソコンの電源をお切りください。
異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。
外部接続端子に水やペットの尿などの液体や導電性異物（鉛筆の芯や
金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れないようにして
ください。また内部に入れないようにしてください。
ショートによる火災や故障などの原因となります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでくださ
い。
落下して、けがや故障などの原因となります。
乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。
子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方法を教えてください。
使用中においても指示どおりに使用しているかをご注意ください。け
がなどの原因となります。

本機・電池パック・ACアダプタ・micro USBケーブルを加熱調理機
器（電子レンジなど）・高圧容器（圧力釜など）の中に入れたり、電
磁調理器（IH調理器）の上に置いたりしないでください。
電 池 パ ッ ク の 漏 液・ 発 熱・ 破 裂・ 発 火 や、 本 機・ACア ダ プ タ・
micro USBケーブルの発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。
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電池パックの取り扱いについて
電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を確認
した上で、ご利用・処分をしてください。
表示
Li-ion

使用箇所
リチウムイオン電池

火の中に投下しないでください。
電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。
釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与
えないでください。
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。
電池パックの端子に、針金などの金属類を接触させないでください。
また、導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピ
ンなど）と一緒に電池パックを持ち運んだり保管したりしないでくだ
さい。
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。
電池パック内部の液が眼の中に入ったときは、こすらず、すぐにきれ
いな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。
失明などの原因となります。

電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の
使用をやめ、きれいな水で洗い流してください。
皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。
所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してく
ださい。
電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。
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電池パックの使用中・充電中・保管時に、異臭・発熱・変色・変形な
ど、今までと異なることに気づいたときは、やけどやけがに注意して
電池パックを取り外し、さらに火気から遠ざけてください。
異常な状態のまま使用すると、電池パックを漏液・発熱・破裂・発火
させるなどの原因となります。

不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。
端子にテープなどを貼り、個別回収に出すか、最寄りの「ソフトバン
クショップ」へお持ちください。電池を分別している市町村では、そ
の規則に従って処理してください。

本機の取り扱いについて
車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。
本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響
を与え、安全走行を損なう恐れがあります。

本機をズボンのポケットに入れたまま、座席や椅子に座らないでくだ
さい。
無理な力がかかるとディスプレイや電池パックなどが破損し、発熱・
発火・けがの原因となります。
高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、本機を使
用しないでください。
電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。
※ご注意いただきたい電子機器の例
補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・植え込み型除細動器・その他の
医用電気機器・火災報知器・自動ドア・その他の自動制御機器など
本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあるため、航空機内
では本機を使用しないでください。
機内で本機が使用できる場合は、航空会社の指示に従い適切にご使用
ください。
屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに屋内などの安全な場所に
移動してください。
落雷や感電の原因となります。

本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて
医師の診察を受けてください。
本機では材料として金属などを使用しています。お客様の体質や体調
によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。
使用箇所

材質／表面処理

本体

PC樹脂

ディスプレイパネル

アクリル樹脂

操作キー

PC

USIMカバー

PC

本機に磁気カードなどを近づけないでください。
キャッシュカード・クレジットカード・テレホンカード・フロッピー
ディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。
本機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがあり
ますので、ご注意ください。
長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあり
ます。
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USIMカード、メモリカードの取り扱いについて

メモリカードスロットにメモリカード以外のものを入れないでくださ
い。
発熱・感電・故障の原因となります。
メモリカードのデータ書き込み・読み出し中に、振動・衝撃を与えた
り、メモリカードを取り出さないでください。
データ消失・故障の原因となります。
メモリカードは対応品以外のものを使用しないでください。
データ消失・故障の原因となります。記憶容量が32Gバイトまでのメモ
リカードに対応しています。
USIMカードの取り付けおよび取り外し時に無理な力を加えないでく
ださい。
故障の原因となります。また、取り外しの際、手や指などを傷つけな
いようにご注意ください。
USIMカードは指定以外のものを使用しないでください。
指定以外のカードを使用すると、データの消失・故障の原因となりま
す。

ACアダプタ、micro USBケーブルの取り扱いについて

充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。
熱がこもって火災や故障などの原因となります。
指定以外の電源・電圧で使用しないでください。
指定以外の電源・電圧で使用すると、火災や故障などの原因となりま
す。
ACアダプタ ： AC100V ～ 240V
（家庭用ACコンセント専用）
また、海外旅行用として、市販されている「変圧器」は使用しないで
ください。
火災・感電・故障の原因となります。
長時間使用しない場合は、ACアダプタを持ってプラグをコンセントから
抜いてください。
感電・火災・故障の原因となります。
万一、水やペットの尿などの液体が入った場合は、ただちにACアダプタ
を持ってコンセントからプラグを抜いてください。
感電・火災・故障の原因となります。
プラグにほこりがついたときは、ACアダプタを持ってプラグをコン
セントから抜き、乾いた布などでふき取ってください。
火災の原因となります。
ACアダプタをコンセントに差し込むときは、ACアダプタのプラグ
やmicro USBケーブルの端子に導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金
属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れないように注意して、確実
に差し込んでください。
感電・ショート・火災などの原因となります。
濡れた手でACアダプタのプラグを抜き差ししないでください。
感電や故障などの原因となります。
雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。
感電などの原因となります。
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医用電気機器近くでの取り扱いについて
お手入れの際は、コンセントから、必ずACアダプタを持ってプラグ
を抜いてください。
感電などの原因となります。
ACアダプタをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らず、
ACアダプタを持ってプラグを抜いてください。
コードを引っ張るとコードが傷つき、感電や火災などの原因となりま
す。
ACアダプタをコンセントに接続しているときは、引っ掛けるなど強
い衝撃を与えないでください。
けがや故障の原因となります。
汗をかいた手で触ったり、汗をかいて湿気のこもった衣服のポケット
などに入れないでください。
汗や湿気によって内部が腐食し、発熱・故障の原因となることがあり
ます。
micro USBケーブルを引っ張ったり、無理に曲げたり、巻きつけた
りしないでください。
また、傷つけたり、加工したり、上に物を載せたり、加熱したり、熱
器具に近づけたりしないでください。
micro USBケーブルの破損により感電・発熱・発火の原因となります。

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止す
るための携帯電話端末などの使用に関する指針」（電波環境協議会）
に準拠、ならびに「電波の医用機器などへの影響に関する調査研究報
告書」（平成13年3月「社団法人電波産業会」）の内容を参考にしたも
のです。
植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着されている
場合は、ペースメーカ等の装着部位から22cm以上離して携行および
使用してください。
電波により植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器の作動に
影響を与える場合があります。
自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み
型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響
について個別に医用電気機器メーカなどに確認してください。
電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。
医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により医用電
気機器に影響を及ぼす恐れがあります。
・手術室・集中治療室（ICU）・冠状動脈疾患監視病室（CCU）には、
本機を持ち込まないでください。
・病棟内では、本機の電源を切ってください。
・ロビーなど、本機の使用を許可された場所であっても、近くに医用
電気機器があるときは、本機の電源を切ってください。
・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場
合は、その医療機関の指示に従ってください。
満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機を使用しないでくだ
さい。
付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着され
ている方がいる可能性があります。
電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤
動作するなどの影響を与える場合があります。

ix

お願いとご注意
ご利用にあたって
●●本機は電波を利用しているので、サービスエリア内であっても屋内、地下、ト
ンネル内、自動車内などでは電波が届きにくくなり、通信が困難になることが
あります。また、通信中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通信が急に途切
れることがありますので、あらかじめご了承ください。
●●本機を公共の場所でご使用になるときは、周りの方の迷惑にならないようにご
注意ください。また劇場や乗り物などによっては、ご使用できない場所があり
ますのでご注意ください。
●●本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受
けていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
●●以下の場合、登録された情報内容が変化・消失することがあります。情報内容
の変化・消失については、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承く
ださい。情報内容の変化・消失に伴う損害を最小限にするために、重要な内容
は別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いいたします。
• 誤った使いかたをしたとき
• 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき
• 動作中に電源を切ったとき
• 故障したり、修理に出したとき
●●海外に持ち出す物によっては、
「輸出貿易管理令および外国為替令に基づく規
制貨物の非該当証明」という書類が必要な場合がありますが、本機を、旅行や
短期出張で自己使用する目的で持ち出し、持ち帰る場合には、基本的に必要あ
りません。ただ、本機を他人に使わせたり譲渡する場合は、輸出許可が必要と
なる場合があります。
また、米国政府の定める輸出規制国（キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、イ
ラン、スーダン、シリア）に持ち出す場合は、米国政府の輸出許可が必要とな
る場合があります。
輸出法令の規制内容や手続きの詳細は、経済産業省安全保障貿易管理のホーム
ページなどを参照してください。
●●爆発物を取り扱う場所、その近辺では本機を使用しないでください。爆発を誘
発する恐れがあります。また、爆破装置などに影響を与える場合があります。
●●本機で利用するUSIMカードは、一部機種（これまで当社より発売された機種
を含む）ではご利用になれません。
●●充電中や長時間連続でご使用された場合、本機が熱くなることがあります。
●●長時間肌に触れたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。取
り扱いにはご注意ください。
●●充電中ACアダプタが熱くなることがあります。
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航空機内でのご使用にあたって
●●本機の電波により運航の安全に支障をきたす恐れがあるため、航空機内では本
機を使用しないでください。機内で本機が使用できる場合は、航空会社の指示
に従い適切にご使用ください。

お取り扱いについて
●●雨や雪の日、および湿気の多い場所でご使用になる場合、水に濡らさないよう
十分ご注意ください。本機は防水仕様ではありません。
●●本機を極端な高温または低温、多湿の環境、直射日光のあたる場所、ほこりの多い
場所でご使用にならないでください。
●●本機を落としたり衝撃を与えたりしないでください。
●●本機をお手入れの際は、乾いた柔らかい布で拭いてください。また、アルコール、
シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりするこ
とがありますので、ご使用にならないでください。

Wi-Fi（無線LAN）について
■■無線LANに関するご注意
●●電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生してい
るところで使用しないでください。
• 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくな
ることがあります。特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。
• テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れ
ることがあります。
• 近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用し
ていると、正しく検索できない場合があります。
●●周波数帯域について
無線LAN搭載機器が使用している周波数帯は、本製品の電池カバーを取り外し
た中に記載されています。

2.4
DS/OF
4

： 周波数2400MHz帯を使用する無線装置であることを示し
ます。
： 変調方式がDSSS、OFDMであることを示します。
： 想定される与干渉距離が40m以下であることを示します。
： 2400MHz ～ 2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体
識別装置の帯域を回避できることを示しています。

• 利用可能なチャンネルは国により異なります。
• 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。
無線LANを海外で利用する場合は、その国の使用可能周波数、法規制などの条
件を確認のうえ、ご利用ください。

2.4GHz機器使用上の注意事項

無線LAN搭載機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの家庭用電化製品や
産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動
体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免
許を要しない無線局）ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が
運用されています。
1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小
電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して
ください。
2. 万が一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉
の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するかご利用を中
断していただいたうえで、混信回避のための処置（例えば、パーティショ
ンの設置など）を行うか、使用場所を変更してください。

■■無線LAN利用時のセキュリティに関するご注意
無線LANは、LANケーブルの代わりに、電波を利用してパソコンなどの無線
LAN端末と無線LANアクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の
届く範囲であれば自由にLAN接続が可能になるという利点があります。
その反面、電波が届く範囲内であれば、障害物（壁など）を超えてすべての場
所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合は、通信内容を
盗み見られたり不正に侵入されたりするなどのセキュリティ上の問題が発生す
る可能性があります。本製品は、お買い上げ時の状態でセキュリティ機能が働
くように設定されています。ただし、安全性を考慮して、お買い上げ時のセキュ
リティ設定を変更してお使いになることをお勧めします。セキュリティ機能の
設定方法については、本書およびお使いの無線LAN端末の取扱説明書を参照し
てください。
●●無線LANの仕様上、特殊な方法によってセキュリティ設定が破られることもあ
り得ますので、ご理解いただいたうえでお使いください。
●●セキュリティ設定などについて、お客様で対処できない場合には、お問い合わ
せ先（P.7-3）までご相談ください。
●●無線LAN機能をご利用の際に、上記のようなセキュリティに関して発生するい
かなる問題についても、当社は保証いたしかねますのでご了承ください。
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